
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 第一の
アンテナ素子が内蔵された第一のケースと、第二のアンテナ素子が内蔵された第二のケー
スとから成り、 第一のケースと 第二のケースとが折り畳まれて開閉できるように
構成されているとともに、

前記第一アンテナ素子と前記第二アンテ
ナ素子とが電気的に接続されて一つのアンテナを構成したことを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
前記第一のアンテナ素子と前記第二のアンテナ素子とが前記第一、第二のケースの同一の
側の側壁に沿って配置されていることを特徴とする請求項１記載の携帯電話機。
【請求項３】
前記第一のアンテナ素子と前記第二のアンテナ素子とが前記各第一、第二のケースの対向
する側壁に沿って互い違いに配置されていることを特徴とする請求項１記載の携帯電話機
。
【請求項４】
前記第一のアンテナ素子及び／又は前記第二のアンテナ素子が、フレキシブルな絶縁基板
上に設けられた導電パターンによって形成されていることを特徴とする請求項１、２又は
３記載の携帯電話機。
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電子部品を配置した印刷配線基板、及びこの印刷配線基板に電気的に接続された

前記 前記
前記第一のケースと前記第二のケースが閉じた状態にある時、

前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子間の接続が断たれると共に、前記第一のケ
ースと前記第二のケースが開いた状態にある時、



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機に係わり、特に、ふたつに折り畳めるように成って、開閉すること
のできる構成の携帯電話機に用いて好適な携帯電話機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、携帯電話機は、持ち運びを容易にするために小型化が望まれ、この小型化の要求を
満たすために、ふたつに折り畳めて、開閉することのできる携帯電話機がある。
ここで、従来の携帯電話機について、図面を用いて説明する。
図５は、従来の携帯電話機を示す斜視図である。
図５に示すように、携帯電話機は、合成樹脂の成形品から成る略箱形の第一のケース１１
と、同じく合成樹脂の成形品から成る略箱形の第二のケース２１とを有している。
【０００３】
第一のケース１１は、対向する側壁１１ａ、１１ｂと、対向する上壁１１ｃと下壁１１ｄ
とによって四方が囲まれ、該側壁１１ａ、１１ｂと上壁１１ｃと下壁１１ｄとの上下を塞
ぐ上面壁１１ｅと、下面壁（図示せず）とを備えている。
また、第一のケース１１の上壁１１ｃには、外方に突出する貫通孔（図示せず）を設けた
突出部１１ｆが形成されている。
また、第一のケース１１内の左側の側壁１１ａの近傍には、側壁１１ａに沿ったアンテナ
収納部（図示せず）が形成されている。
そして、第一のケース１１の上面壁１１ｅには、例えばスピーカなどから成る受話部１３
と、液晶素子等から成る表示部１４と、複数個の押し釦スイッチ等から成る操作部１５と
が配置されている。
【０００４】
また、アンテナ１２は、金属材から成り、保持部を兼ねる筒状の第一のアンテナ素子１２
ａと、導電材から成り、第一のアンテナ素子１２ａ内に収納及び引き出しが可能である棒
状の第二のアンテナ素子１２ｂと、該第二のアンテナ素子１２ｂの先端に、第二のアンテ
ナ素子１２ｂを引き出す時に、指などで挟むことのできる略円柱状のつまみ部１２ｃとか
ら構成されている。このアンテナ１２は、第二のアンテナ素子１２ｂを第一のアンテナ素
子１２ａ内から引き出して延ばした状態で、携帯電話機の送受信信号に対して、最良のア
ンテナ感度が得られるように構成されている。
【０００５】
このアンテナ１２の第一のアンテナ素子１２ａは、第一のケース１１の突出部１１ｆと対
向する位置で、左側の側壁１１ａの近傍で、この側壁１１ａに沿った第一のケース１１の
アンテナ収納部内に配置されている。また、アンテナ１２の第二のアンテナ素子１２ｂは
、突出部１１ｆの挿通孔に挿通され、つまみ部１２ｃは、第一のケース１１外に配置され
て、突出部１１ｆとは、当接出来るように配置されている。
【０００６】
第二のケース２１は、対向する側壁２１ａ、２１ｂと、対向する上壁２１ｃと下壁２１ｄ
とによって四方が囲まれ、該側壁２１ａ、２１ｂと、上壁２１ｃと下壁２１ｄとの上下を
塞ぐ上面壁２１ｅと下面壁（図示せず）とを備えている。そして、第二のケース２１の上
面壁２１ｅの下端部には、例えばマイクロフォンなどから成る送話部２２が配置されてい
る。
【０００７】
そして、第一のケース１１の下壁１１ｄと、第二のケース２１の上壁２１ｃとは、蝶番形
式など所望の形式で連結されており、第一のケース１１と第二のケース２１とはふたつに
折り畳むことができ、開いたり閉じたりすることが出来るように構成されている。
【０００８】
このような携帯電話機においては、このアンテナ１２の第二のアンテナ素子１２ｂは、通
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話していない時は、第一のケース１１内に配置された第一のアンテナ素子１２ａの内部に
収納されており、通話する時は、第一のアンテナ素子１２ａから引き出して、アンテナ１
２の第二のアンテナ素子１２ｂを延ばすことのできる状態に配置されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
この折り畳むことができ、開閉することができる従来の携帯電話機は、小型であることか
ら、最良なアンテナ感度を得ることの出来るアンテナの長さ寸法を確保する必要から、引
き出し型の第一のアンテナ素子１２ａと第二のアンテナ素子１２ｂとから成るアンテナ１
２を備えている。
そのため、この引き出し型のアンテナ１２は、その取り扱いが、通話の都度アンテナ１２
の第二のアンテナ素子１２ｂを引き出すことや、通話の後には第二のアンテナ素子１２ｂ
を収納する手間が掛かり、面倒であるという問題が生じる。
【００１０】
また、引き出し型のアンテナ１２は、アンテナ１２のつまみ部１２ｃが、第一のケース１
１から外方に突出して配置されていることから、携帯電話機を持ち運びポケットなどに納
める際に、突出したつまみ部１２ｃが、ポケットの縁に引っかかり、邪魔であるという問
題が生じる。
また、このアンテナ引き出し型の携帯電話機は、時として、アンテナ１２の第二のアンテ
ナ素子１２ｂを収納する際に、誤って、第二のアンテナ素子１２ｂを曲げてしまうという
問題が生じる。
【００１１】
そこで、本発明の携帯電話機では、上述の問題点を解決するものであり、その目的は、通
話時に、アンテナの引き出し作業を必要とせず、操作が簡単な携帯電話機を提供すること
にある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するため、携帯電話機は、

第一のアンテナ素子が内蔵された第一のケースと、
第二のアンテナ素子が内蔵された第二のケースとから成り、 第一のケースと 第二
のケースとが折り畳まれて開閉できるように構成されているとともに、

前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子とが電気的に接続されて一つのアンテ
ナを構成していることである。
【００１３】
また、携帯電話機は、第一のアンテナ素子と第二のアンテナ素子とが第一、第二のケース
の同一の側の側壁に沿って配置されていることである。
【００１４】
また、携帯電話機は、第一のアンテナ素子と第二のアンテナ素子とが各第一、第二のケー
スの対向する側壁に沿って互い違いに配置されていることである。
また、携帯電話機は、第一のアンテナ素子及び／又は第二のアンテナ素子が、フレキシブ
ルな絶縁基板上に設けられた導電パターンによって形成されていることである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を用いて詳細に説明する。
図１は、本発明の携帯電話機を示す斜視図、図２は、本発明の携帯電話機を説明するため
の開いた状態を断面で示した断面図、図３は、本発明の携帯電話機を説明するための閉じ
た状態を断面で示した断面図である。
図１～図３に示すように、携帯電話機は、合成樹脂の成形品から成る略箱形の第一のケー
ス１と、同じく合成樹脂の成形品から成る略箱形の第二のケース２とを有している。
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電子部品を配置した印刷配線基板、及びこ
の印刷配線基板に電気的に接続された

前記 前記
前記第一のケース

と前記第二のケースが閉じた状態にある時、前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素
子間の接続が断たれると共に、前記第一のケースと前記第二のケースが開いた状態にある
時、



【００１６】
第一のケース１は、対向する側壁１ａ、１ｂと、対向する上壁１ｃと下壁１ｄとによって
四方が囲まれ、該側壁１ａ、１ｂと上壁１ｃと下壁１ｄとの上下を塞ぐ上面壁１ｅと下面
壁（図示せず）とを備えている。
そして、第一のケース１の上面壁１ｅには、例えばスピーカなどから成る受話部３と、電
話番号などを表示するための液晶素子等から成る表示部４と、テンキーなど所定の位置に
配置された複数個の押し釦スイッチ等から成る操作部５とを備えている。
また、第一のケース１の内部には、例えば電子部品（図示せず）や前記押し釦スイッチな
どが載置された一枚の印刷配線基板９が配置されている。
また、第一のケース１内の左側の側壁１ａの近傍で、この側壁１ａに沿ってアンテナ収納
部（図示せず）が形成されている。
【００１７】
第二のケース２は、対向する側壁２ａ、２ｂと、対向する上壁２ｃと下壁２ｄとによって
四方が囲まれ、該側壁２ａ、２ｂと上壁２ｃと下壁２ｄとの上下を塞ぐ上面壁２ｅと下面
壁（図示せず）とを備えている。また、第二のケース２内の左側の側壁２ａの近傍で、こ
の側壁２ａに沿ってアンテナ収納部（図示せず）が形成されている。
そして、第二のケース２の上面壁２ｅの下端部には、例えばマイクロフォンなどから成る
送話部７が配置されている。
そして、第一のケース１の下壁１ｄと、第二のケース２の上壁２ｃとは、蝶番形式など所
望の形式で連結されており、第一のケース１と第二のケース２とはふたつに折り畳むこと
ができ、開いたり閉じたりすることが出来るように構成されている。
【００１８】
アンテナ６は、例えば銅材などの導電材料から成る筒状、又は棒状などから成る第一のア
ンテナ素子６ａと、第二のアンテナ素子６ｂとを有している。そして、図２に示すように
、第一のアンテナ素子６ａの一方の端部は、印刷配線基板９の一方の表面に形成された配
線パターン（図示せず）に電気的に接続された接続端子９ａに導通・固着され、他方の端
部は、例えば雌型のコネクタ９ｂが配置されている。また、第二のアンテナ素子６ｂの一
方の端部には、アンテナケーブル７ａを介して例えば雄型のコネクタ７ｂが配置されてい
る。このコネクタ７ｂは、前記コネクタ９ｂと接続することができるように配置されてい
る。
【００１９】
このコネクタ９ｂとコネクタ７ｂとの接続によって、第一のアンテナ素子６ａと第二のア
ンテナ素子６ｂとは電気的に接続され、第一のアンテナ素子６ａと第二のアンテナ素子６
ｂとで、所定の充分な長さを備えた一本のアンテナ６として機能するように構成されてい
る。
この第一のアンテナ素子６ａと第二のアンテナ素子６ｂとから成る一本のアンテナ６が、
携帯電話機の送受信信号に対して、最良のアンテナ感度が得られるように構成されている
。
【００２０】
また、アンテナ６の第一のアンテナ素子６ａは、第一のケース１の左側の側壁１ａの近傍
で、この側壁１ａに沿って設けられたアンテナ収納部内に内蔵・配置されており、第二の
アンテナ素子６ｂは、第二のケース２の同じく左側の側壁２ａの近傍で、この側壁２ａに
沿って設けられたアンテナ収納部内に内蔵・配置されている。
また、図３に示すように、第一のケース１と第二のケース２とを閉じた状態にすると、前
記雌型のコネクタ９ｂと雄型のコネクタ７ｂとは離れた状態となり、そして、図２に示す
ように、第一のケース１と第二のケース２とを開いた状態にすると、前記雌型のコネクタ
９ｂと雄型のコネクタ７ｂとが接続されるように配置されている。
【００２１】
上述の如き構成の携帯電話機は、通話しないときは、第一のケース１と第二のケース２と
を閉じた状態で使用され、通話するときは、第一のケース１と第二のケース２とを開いた
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状態にて使用して通話を行う。
【００２２】
次に、本発明の第二の実施の形態について説明する。
図４に示すように、この第二の実施の形態の携帯電話機が、前述の実施の形態と異なる構
成は、第一のケース１に内蔵された第一のアンテナ素子６ｃと第二のケース２に内蔵され
た第二のアンテナ素子６ｄとの配置が、各第一、第二のケース１、２の対向する左側と右
側の側壁に互い違いにそれぞれ配置されている点である。これは、例えば、第一のアンテ
ナ素子６ｃは、第一のケース１の左側の側壁１ａの近傍で、この側壁１ａに沿って配置さ
れ、第二のアンテナ素子６ｄは、第二のケース２の右側の側壁２ｂの近傍で、この側壁２
ｂに沿って配置されている点である。そして、この第一のアンテナ素子６ｃと第二のアン
テナ素子６ｄとは、例えばフレキシブルプリントケーブルやコネクタケーブルなどから成
る接続線６ｅによって電気的に接続されている。
【００２３】
この第一のアンテナ素子６ｃと第二のアンテナ素子６ｄとの接続線６ｅによる電気的な接
続によって、第一のケース１と第二のケース２とを開いた状態のとき第一のアンテナ素子
６ｃと第二のアンテナ素子６ｄとは、所定の充分な長さ寸法を備えた一本のアンテナ６と
して機能する。この第一のアンテナ素子６ｃと第二のアンテナ素子６ｄとによる一本のア
ンテナ６が、携帯電話機の送受信信号に対して、最良のアンテナ感度が得られるように構
成されている。
【００２５】
【発明の効果】
上述の如く、本発明の携帯電話機は、第一のアンテナ素子と第二のアンテナ素子とが第一
のケースと第二のケースとにそれぞれ内蔵・配置されて、第一のアンテナ素子と第二のア
ンテナ素子とが充分な長さ寸法を備えた一本のアンテナとして機能させたものであるため
、従来のような通話の都度、アンテナの第二のアンテナ素子を引き出し、通話の後に第二
のアンテナ素子を収納するという手間を必要とせず、操作性が向上するという効果を奏す
る。また、第二のアンテナ素子を収納する際に生じる、第二のアンテナ素子を曲げてしま
うということもない。
また、第一のアンテナ素子と第二のアンテナ素子とが、ともに各ケースに内蔵されている
ことから、従来のようなケースから外方に突出するつまみ部がないことから、携帯すると
きやポケットに納めるとき、邪魔に成らず利便性が向上する。
【００２６】
また、本発明の携帯電話機は、第一のアンテナ素子と第二のアンテナ素子とが第一、第二
のケースの同一の側の側壁に沿って配置されていることから、各アンテナ素子の配置が単
純化され、設計が容易になる。
【００２７】
また、本発明の携帯電話機は、第一のアンテナ素子と第二のアンテナ素子とが各第一、第
二のケースの対向する側壁に沿って互い違いに配置されていることからアンテナの長さを
充分に確保できると共に、各アンテナ素子の配置の自由度が向上し、設計が容易になる。
また、本発明の携帯電話機は、第一のアンテナ素子及び／又は第二のアンテナ素子が、フ
レキシブルな絶縁基板上に設けられた導電パターンによって形成されていることから、ア
ンテナが簡単な構成で、薄型に出来ると共に、各アンテナ素子の配置の自由度が向上し、
設計が容易になるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の携帯電話機を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態の携帯電話機を説明するための開いた状態を断面で示した断
面図である。
【図３】本発明の実施の形態の携帯電話機を説明するための閉じた状態を断面で示した断
面図である。
【図４】本発明の第二の実施の形態の携帯電話機を示す斜視図である。
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【図５】従来の携帯電話機を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　第一のケース
１ａ、１ｂ　側壁
２　第二のケース
２ａ、２ｂ　側壁
３　受話部
５　操作部
６　アンテナ
６ａ　第一のアンテナ素子
６ｂ　第二のアンテナ素子
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